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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第2四半期 10,381 13.8 137 △52.5 141 △52.4 57 △62.3
21年3月期第2四半期 9,124 ― 290 ― 296 ― 151 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第2四半期 552.84 535.56
21年3月期第2四半期 1,455.21 1,408.03

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第2四半期 5,412 2,866 51.7 27,079.71
21年3月期 4,604 2,691 56.7 25,248.31

（参考） 自己資本  22年3月期第2四半期  2,799百万円 21年3月期  2,829百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― ― ― 850.00 850.00
22年3月期 ― ―
22年3月期 

（予想）
― 900.00 900.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率） 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 22,800 20.9 480 △24.4 480 △25.2 200 △46.2 1,934.63



4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  有  

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記に記載した予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は様々な要因によって予想数
値と異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる条件等については３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的
情報をご覧ください。 

新規 1社 （社名
株式会社プレミア・スタッフ、現株式
会社ピーアンドピー・キャリア

） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 105,251株 21年3月期 105,251株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 1,872株 21年3月期 1,872株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 103,379株 21年3月期第2四半期 104,289株



当第２四半期連結会計期間（平成21年４月１日～平成21年９月30日）におけるわが国の経済状況は、昨

年秋からの深刻な景気後退局面に、一部で回復の兆しが見られるものの、依然として企業の収益は低迷し

ており、設備投資については、低い水準で推移しました。また、雇用情勢は失業率・有効求人倍率共に過

去最悪の水準まで落ち込み、所得環境の悪化も続いたことで、個人の消費意欲は引き続き減退傾向にあ

り、本格的な景気回復には、まだ時間を要するものと考えられます。 

このような状況の中、当社の主要マーケットである移動体通信業界及び家電業界では、商材によりその

販売状況が大きく分かれる結果となりました。移動体通信分野においては、移動電話の国内出荷台数が

13,135千台*1（平成21年４月１日～平成21年８月31日）と前年同期比73.1％*1と大きく落ち込んでいるも

のの、各通信事業社で推進しているＦＭＣ*2におけるサービスの複合化、顧客獲得競争の激化は一層強ま

りを見せています。また家電業界においては、今春導入されたエコポイント制度の影響を受け、薄型テレ

ビの販売台数は大きく伸び、平成21年９月度で前年同月比164.8％*3と需要が拡大した他、冷蔵庫も順調に

販売台数を伸ばしました。 

ストア事業におきましては、食料品関連企業からの販売促進に対するニーズは、より「全国一括」で

「統一したサービス」を求められる事が多くなる一方、大手ＧＭＳ、スーパーにおいて業績の悪化・生鮮

食品技術者の抵触日などの要因によって、ニーズの縮小傾向が強くなっております。 

人材サービス分野においては、一般事務派遣のニーズは昨年より引き続いて低調な傾向が続いているも

のの、一部テレマーケティング営業等の専門業務や、アパレル販売系の販売業務等に関するニーズは堅調

に推移しました。  

棚卸サービス分野においては、小売業界の売上が縮小する中、業務の効率化、人件費の抑制を目的とし、

外部の棚卸代行業者への委託の動きが強まったことで、ニーズが堅調に推移しました。  

このような環境のもと当社グループは、コンプライアンスを重視した請負に関する提案の推進、企業規

模拡大を狙うためのＭ＆Ａを実施し、平成21年７月１日付にて株式会社プレミア・スタッフの発行済株式

を全株取得しました（４．(1）参照）。なお、株式会社プレミア・スタッフは平成21年10月１日付にて株

式会社ピーアンドピー・キャリアに商号変更しました。さらに新規ニーズ獲得のための新規営業の推進

等、付加価値を向上するための取組を中心に行ってまいりました。 

売上面においては、経済情勢の冷え込んだ状況を受け、生鮮技術者のニーズが縮小するストアサービス

分野とキャンペーン案件が縮小傾向にあるデジタル分野での売上縮小の動きがあったものの、人材サービ

ス分野での株式会社ピーアンドピー・キャリアとの連結による売上純増及び、顧客獲得競争の激しいモバ

イル分野、外部への棚卸代行ニーズが堅調に推移している棚卸サービス分野の売上拡大が大きく影響し、

当第２四半期連結売上高は、10,381,581千円（前年同四半期比13.8％増）となりました。 

利益面においては、一部クライアントの販促費削減対策により利益率の高いキャンペーン案件が昨年よ

り縮小している状況を受け、グループ全体として利益改善への取組を行い、採用費削減をはじめとした積

極的な販管費削減対策を実施してまいりました。  

 しかしながら、株式会社ピーアンドピー・キャリアが特定技術者派遣、再就職支援などの一部不採算事

業分野を抱え売上総利益率の低下を招いたこと、拠点の移転及び統合関連費用等が増加したこと及びそこ

で発生した固定資産・システム等の除却費用、その他事業構造改善にかかった費用を特別損失として計上

したことにより、グループ全体の利益面に大きく影響を及ぼしました。  

 なお、その他当第２四半期で、連結子会社の株式会社ジャパンプロスタッフにおいても本社移転により

発生した固定資産等の除却費用を、特別損失として計上しております。  

 その結果、当第２四半期連結営業利益は、137,750千円（前年同四半期比52.5％減）、連結経常利益は

141,393千円（前年同四半期比52.4％減）、連結四半期純利益は57,152千円（前年同四半期比62.3％減）

となりました。  

  

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報



(注）*1：参照：（社）電子情報技術産業協会「2009年8月 移動電話国内出荷実績」 

*2：ＦＭＣとは、Fixed Mobile Convergence の略で、固定通信とモバイル通信を融合した通信サービスのこと 

*3：出典：㈱ＢＣＮ 市場動向分析 

  

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は5,412,065千円（前連結会計年度末比9.8％増）となりました。

流動資産は現金及び預金が172,490千円増加したほか、売掛金が541,118千円が増加しましたが、短期運用

目的の有価証券が499,751千円減少したこと等により4,304,067千円となりました。また、固定資産は、有

形固定資産が27,097千円増加し、無形固定資産は株式会社ピーアンドピー・キャリアの連結子会社化に伴

うのれんが120,313千円増加するとともに、のれん償却の減少を踏まえ差引92,170千円増加したことによ

り412,974千円となりました。また差入保証金は株式会社ピーアンドピー・キャリアの受入に伴う増加と

関連子会社の事務所統合による差入保証金の減少により、投資その他の資産が差引87,326千円増加し

525,867千円となり、固定資産合計で1,100,177千円となりました。また、繰延資産は償却による減少

1,379千円により7,819千円となりました。 

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末の負債は2,545,248千円（前連結会計年度末比25.5％増）となりました。

流動負債は未払費用が538,256千円及び未払金が55,344千円増加し、未払法人税等が116,753千円減少しま

したが、差し引き504,669千円増加し2,344,635千円となりました。また、固定負債は役員退職慰労引当金

が9,027千円増加したこと等により13,778千円増加し200,613千円となりました。 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末の純資産は2,866,816千円（前連結会計年度末比1.2％減）となりました。

利益剰余金は四半期純利益の計上57,152千円、剰余金の配当87,872千円を差し引き30,719千円減少し、

939,000千円となりました。また、少数株主持分は、連結子会社が損失を計上したことにより4,954千円減

少し67,343千円となりました。 

（キャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より327,260千円減少

し1,771,596千円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の計

上104,804千円及び売上債権の減少424,787千円等によりキャッシュフローの増加要因はあったものの、仕

入れ債務増加77,464千円・未払金及び未払費用の増加434,843千円等によるキャッシュフロー減少要因に

よって、145,769千円の支出となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産

の取得による支出57,652千円、無形固定資産の取得による支出16,778千円、及び子会社株式の取得による

支出14,897千円等により差し引き94,970千円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フ

ローは、配当金の支払の86,521千円の支出となりました。 

  

当期の連結業績予想につきましては、本日発表いたしました「業績修正のお知らせ」の通り修正いたし

ました。  

 通期売上高においては、平成21年７月１日に子会社化いたしました株式会社ピーアンドピー・キャリア

の売上高が寄与したものの、当第３四半期以降も国内経済の景気の状況は引続き低調に推移することが予

想されることから、一部のクライアントのキャンペーン案件の縮小と生鮮技術者のニーズの縮小により、

売上の拡大に大きく影響を及ぼすことが予想されること、株式会社ピーアンドピー・キャリアの一部不採

算事業分野である特定技術者派遣及び再就職支援事業の整理などを勘案し、通期連結売上高22,800,000千

円と修正いたしました。   

また、利益面におきましては、利益率の高いキャンペーン案件の縮小が今後も続くことが予想されるこ

と、当第２四半期までの利益率の縮小が大きいことから、通期連結営業利益480,000千円、通期連結経常

利益480,000千円、当期連結純利益200,000千円と修正することとなりました。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報



今後はグループ全体の管理業務の効率化等により、販管費の低減に努めるほか、アウトソーシングサー

ビスの提案営業による全国一括受注案件の獲得、付加価値の高い新たなサービス分野の開拓、不採算事業

分野の組織体制の見直しなど利益率の改善に注力してまいります。 

  

平成21年７月１日開催の取締役会における決議により、平成21年７月１日付で株式会社ラディアホー

ルディングス・プレミアの完全子会社である株式会社プレミア・スタッフの発行済株式の100％を株式

会社ラディアホールディングス・プレミアより取得いたしました。 

 なお、当該取得により株式会社プレミア・スタッフ（平成21年10月１日付で株式会社ピーアンドピ

ー・キャリアに商号変更）は当社の連結子会社に該当することとなりました。 

  

(簡便な会計処理) 

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

２．固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。 

３．経過勘定項目の算定方法 

合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

４．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績

予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

該当事項はありません。 

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更



5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,771,596 1,599,105 

売掛金 2,351,725 1,810,606 

有価証券 － 499,751 

商品 4,320 2,067 

前払費用 105,739 45,191 

繰延税金資産 47,481 39,727 

その他 29,408 32,246 

貸倒引当金 △6,203 △3,338 

流動資産合計 4,304,067 4,025,358 

固定資産   

有形固定資産 161,335 134,238 

無形固定資産   

のれん 270,430 178,212 

その他 142,544 142,591 

無形固定資産合計 412,974 320,803 

投資その他の資産 525,867 438,541 

固定資産合計 1,100,177 893,583 

繰延資産 7,819 9,199 

資産合計 5,412,065 4,928,141 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,012,975 1,090,440 

未払金 240,837 185,492 

未払費用 639,417 101,161 

未払法人税等 85,675 202,429 

未払消費税等 180,157 178,422 

預り金 72,052 43,603 

賞与引当金 38,217 32,512 

その他 75,302 5,903 

流動負債合計 2,344,635 1,839,966 

固定負債   

長期未払金 17,269 12,173 

退職給付引当金 2,370 2,715 

役員退職慰労引当金 180,973 171,946 

固定負債合計 200,613 186,834 

負債合計 2,545,248 2,026,800 



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,375,589 1,375,589 

資本剰余金 544,123 544,123 

利益剰余金 939,000 969,720 

自己株式 △58,427 △58,427 

株主資本合計 2,800,285 2,831,005 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △812 △1,963 

評価・換算差額等合計 △812 △1,963 

少数株主持分 67,343 72,298 

純資産合計 2,866,816 2,901,340 

負債純資産合計 5,412,065 4,928,141 



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 9,124,984 10,381,581 

売上原価 7,173,901 8,429,277 

売上総利益 1,951,082 1,952,304 

販売費及び一般管理費 1,660,908 1,814,554 

営業利益 290,174 137,750 

営業外収益   

受取利息及び配当金 3,704 3,761 

その他 8,856 5,625 

営業外収益合計 12,560 9,387 

営業外費用   

支払利息 1,966 3,424 

その他 3,788 2,318 

営業外費用合計 5,754 5,743 

経常利益 296,981 141,393 

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 － 6,303 

貸倒引当金戻入額 － 390 

特別利益合計 － 6,693 

特別損失   

前期損益修正損 － 6,803 

固定資産除却損 － 281 

事務所移転費用 － 11,027 

事業構造改善費用 － 25,169 

特別損失合計 － 43,282 

税金等調整前四半期純利益 296,981 104,804 

法人税、住民税及び事業税 123,364 69,398 

法人税等調整額 18,656 △16,792 

法人税等合計 142,020 52,606 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 3,199 △4,954 

四半期純利益 151,761 57,152 



【第２四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 

 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成21年９月30日) 

売上高 4,745,563 6,200,494 

売上原価 3,748,465 5,084,867 

売上総利益 997,097 1,115,627 

販売費及び一般管理費 788,449 1,037,386 

営業利益 208,648 78,240 

営業外収益   

受取利息及び配当金 2,408 301 

その他 7,551 4,386 

営業外収益合計 9,959 4,688 

営業外費用   

支払利息 1,269 165 

その他 3,545 2,013 

営業外費用合計 4,815 2,178 

経常利益 213,793 80,750 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 390 

特別利益合計 － 390 

特別損失   

固定資産除却損 － 281 

事業構造改善費用 － 25,169 

特別損失合計 － 25,451 

税金等調整前四半期純利益 213,793 55,689 

法人税、住民税及び事業税 113,428 36,765 

法人税等調整額 △21,555 △27,572 

法人税等合計 91,873 9,193 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,898 283 

四半期純利益 120,020 46,212 



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 296,981 104,804 

減価償却費 42,038 43,769 

のれん償却額 16,105 28,096 

開業費償却額 1,379 1,379 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 817 543 

賞与引当金の増減額（△は減少） △24,794 5,704 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,208 △14,123 

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） － △19,000 

受取利息及び受取配当金 △3,704 △3,761 

支払利息 1,966 3,424 

売上債権の増減額（△は増加） 171,171 424,787 

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,453 △7,201 

前払費用の増減額（△は増加） － △46,088 

仕入債務の増減額（△は減少） △56,074 △77,464 

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △78,603 △434,843 

前受金の増減額（△は減少） － 54,757 

未払消費税等の増減額（△は減少） △21,962 △60,038 

その他 △60,513 31,779 

小計 287,560 36,525 

利息及び配当金の受取額 3,704 3,761 

利息の支払額 △1,966 △3,424 

法人税等の支払額 △156,816 △182,632 

営業活動によるキャッシュ・フロー 132,483 △145,769 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 － △100 

子会社株式の取得による支出 － △14,897 

有形固定資産の取得による支出 △36,854 △57,652 

無形固定資産の取得による支出 △14,563 △16,778 

差入保証金の差入による支出 － △6,827 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 6,988 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△181,016 － 

その他 △20,279 △5,703 

投資活動によるキャッシュ・フロー △252,714 △94,970 



(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △55,441 － 

配当金の支払額 △77,871 △86,521 

財務活動によるキャッシュ・フロー △133,313 △86,521 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △253,544 △327,260 

現金及び現金同等物の期首残高 2,036,852 2,098,856 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,783,307 1,771,596 



当第2四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記




